
校 長  丹 羽 大 恭 
 ４月に行われた全国学力・学習状況調査と埼玉県学

力・学習状況調査については、すでに三者面談等で返却

されていると思います。男衾中学校としての現状と課題

についてお知らせします。 

全国学力・学習状況調査について 
【結 果】 
・3年生を対象に実施。 

・国語と数学の2教科で実施。基礎的・基本的な内容の

Ａ問題と活用力をみるＢ問題。 

・下表は、全国を100としたときの比較を示したもの。 

・数学Ｂで全国平均を超えることができた。（結構すご

いことです） 

・他も、昨年度に比べると伸びてきたことがわかる。 

【本校の主な課題】 
・国語Ａ:伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 

・国語Ｂ:読むこと 国語は短答式の正答率が高い 

・数学Ａ:数と式 

・数学Ｂ:関数 数と式､図形､資料の活用は平均を超えた 

 

埼玉県学力・学習状況調査について 
 この調査は、個々の生徒が前年度と比べてどれくらい

伸びたかを見ることができます。小学校4年生から中学

3年生で実施しています。 

【結 果】 

【本校の主な課題】 

・3年生の伸びが大きかった。下位層も数学で3、英語 

で５伸びた。             裏面に続く 

◎寄居町の教育理念◎ 
真の学ぶ力を身につけた 未来を拓く人づくり 

◎男衾中学校のミッション◎ 
知・徳・体の調和のとれた｢生きる力｣を育む学校 

～あとひと手間かけて～      

◎学校教育目標◎ 
自ら学ぶ生徒(知) 心豊かな生徒(徳) たくましい生徒

本校学力の現状と課題について 

１２月の主な行事 
１日 １,２年生期末テスト 教育相談 

４日～７日 教育相談  ５日 全校朝会 

８日 登校指導  １２日 スキー教室説明会 

１４日 専門委員会  １５日 新入生説明会 

１９日 全校朝会（表彰）  ２２日 終業式 

１１月 

日 曜 行   事 給食 

1 水 
フリー参観・ふれあい講演会（講師ブータン写

真家 関 健作 先生・５校時） o 

2 木   o 

3 金 文化の日    

4 土 県駅伝大会   

5 日 北辰テスト⑥   

6 月 職員会議⑫ 柔道新人県大会個人 o 

7 火 
全校朝会 中３実力テスト③ 金曜日課 柔

道新人県大会団体 
o 

8 水 火曜日課 o 

9 木 
専門委員会 剣道新人県大会個人 第2回進

路説明会 
o 

10 金 
登校指導⑦   一斉授業研（寄居中・折原小）  

食育の日 
弁当 

11 土     

12 日     

13 月 職員研修会  ３年期末テスト o 

14 火 県民の日 職員旅行   

15 水 ３年期末テスト 3年租税教室（４ｈ） o 

16 木 
学年学級の日  地域学校保健委員会１４：００ 

金曜日課 
o 

17 金 校内ロードレース大会 木曜日課 o 

18 土     

19 日     

20 月 人権朝会 特支合同学習会② o 

21 火 
生徒朝会 1年英語学力向上テスト（1時間目）  

ＡＬ研修 水曜日課 
o 

22 水 ２年上級学校訪問 火曜日課 o 

23 木 勤労感謝の日    

24 金   o 

25 土 部活中止   

26 日 部活中止   

27 月 職員会議⑬ 部活中止 o 

28 火 学年朝会 部活中止 o 

29 水 部活中止 o 

30 木 １、２年期末テスト  3年教育相談 o 

 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 

全 国 100 100 100 100 

埼玉県 98.2 99.7 97.5 99.8 

寄居町 93.0 92.8 91.3 91.5 

男衾中 
（昨年度） 

93.0 

（93.0） 

94.2 

（89.2） 

96.0 

（83.8） 

101.9 

（83.7） 

 集団の伸

び(国語) 

集団の伸

び(数学) 

集団の伸

び(英語) 

伸びた人

数(国語) 

伸びた人

数(数学) 

伸びた人

数(数学) 

１年 
(65) 

1.51 1.34 － 39人 
60.0% 

37人 
56.9% 

－ 

２年 
(77) 

1.06 2.06 － 48人 
62.3% 

56人 
72.7% 

－ 

３年 
(75) 

1.84 2.99 4.45 53人 
70.7% 

59人 
78.7% 

68人 
90.7% 



※後日男衾中学校のWebサイトに掲載いたします。載せることが差し支える内容がある場合には、担任を通じてお知らせください。 

・2年生は、国語・数学ともに中位層を伸ばす手立てが必

要。 

・1年生は、国語、数学ともに全体的なレベルアップが必

要。数学は県と同等で「図形に関する問題」が平均を超え

ている。 

【全国と比べてよくなかった問題】 

◎国語Ａ 

９一１ 漢字を書く（組織のキボを大きくする）差25.5％ 

９五  話合いの記録として適切な

言葉を考える 

�（次は、校内でのあいさつを活発に

するための取組についての【話し合

いの記録】です。「活動内容案」の

「２」については、今回結論が出な

かったので、後でもう一度話し合う

ことになりました。□に当てはまる

言葉を、漢字三字以内で書きなさい。） 差14.５% 

９七１ 「徒然草」の中の語句の訳を抜き出す（あや 

しう）   差11.9%          

◎数学Ａ 

６(1) 右図･選択肢は

省略  差20.1% 

10(3) 反比例の表か

ら比例定数を求める 

     差15.7% 

14(1) 反復横とびの

記録の範囲を求める 

     差13.9% 

１(3) 10－６÷(－２)を計算する     差12.9% 

【対 策】埼玉県教育委員会の「コバトンの計算練習」や「学

力向上ワークシート」に挑戦。【https://www.pref.saitama.lg.jp/

g2204/kobatonn-keisannrennsyuu.html】 

9月26日の陸上を皮切りに、10月5･６･７日を中心に熱

戦が繰り広げられました。新チームになって結果は如何

に！県大会出場の皆さん、御健闘を祈ります。 

◎バレーボール部：予選リーグ惜敗 

◎サッカー部：決勝トーナメント進出 対深谷中惜敗 

◎バスケットボール男子：対上柴中惜敗 

◎バスケットボール女子：決定戦で花園を破り３位入賞 

◎ソフトテニス：個人 黒元･設楽組、新堀･野村組、 

 新井こ･大澤組、山本･細川組が3回戦進出 

 団体：男衾Ａチームが3回戦進出 

◎卓球男子：団体 予選リーグＡブロック３位 

 個人：石川紫陽､町田晴海､福島琉太 ベスト８ 

◎卓球女子：団体 ５位  

 個人 嶋﨑･佐藤ダブルス ベスト１６ 

◎剣道男子：個人 

◎剣道女子：個人 松本羅華 ５位【祝県大会】 

◎柔道男子：団体 ３位【祝県大会】 

 個人：１位【祝県大会】折笠海飛、松田洋太 

    ２位【祝県大会】小林優大 

◎柔道女子：個人 ２位【祝県大会】新井田由梨奈 

         ３位 神庭萌花 

 

◎陸上部男子 

１年100m 2位 加々美敦己 

２年100m 2位 新井優生 

110mハードル 2位 野川大翔  3位 中尾昇阿 

800m 3位 宇田川兼佑 

1500m 1位【祝県大会】加々美敦己 

     2位 田中士諒  3位 小林竜貴 

3000m 1位【祝県大会】小野直樹 

走幅跳 １位【祝県大会】野川大翔 

走高跳 １位【祝県大会】中尾昇阿 

祝県大会7位入賞 

記録 1m69cm 
    ２位【祝県大会】新井優生 

4×100mR 1位【祝県大会】 

 １中尾昇阿・２加々美敦己・３野川大翔・４新井優生 

◎陸上部女子 

１年100m 3位 伴野友香 

800m 2位 野地琳々星 

1500m 3位【祝県大会】野地琳々星 

走幅跳 2位 高橋ひより 3位 木本聖怜 

走高跳 1位【祝県大会】山本菜友 2位 最上彩夢 

砲丸投 1位【祝県大会】藤本琴音 2位 吉川菜月  

10月24日（火）熊谷市のスポーツ文化公園で行われた大里地区駅伝競走大会に、男女各2チーム

が出場し、男女ともに県大会出場を決めました。男子Ａチームは熊谷市、深谷市、寄居町49チーム

での優勝という偉業です。 

男子 Ａチーム（佐藤数馬･嶋﨑祐斗･○加々美敦己･新井優生･◎圡橋駿太･○小野直紀） 

        ◎は区間新記録、○は区間賞 

   優勝 1時間0分28秒（全49チーム中１位） 

女子 Aチーム（野地琳々星･○前田未来･高橋ひより･○神庭陽菜･○熊倉莉々）○は区間賞 

   優勝 46分43秒（全44チーム中4位） 

 10月19日（木）、本年6月に就任された埼玉県教育長 小松弥生様が本校

を訪問され、全クラスの授業参観と意見交換等を行いました。廊下ですれ違

う生徒たちからの元気な挨拶に感心され、笑みをこぼされました。また、授

業参観からは、先生と生徒の人間関係のよさを感想として述べられました。 

 意見交換では、本校の学力向上の取組や部活動の運営についてなどが主な

話題となりました。 


